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Ⅰマイナンバーカード取得義務化は「健康保険証の原則廃止」につながる（2時間２

２分～） 

   政府は、これまで、現行保険証を「原則廃止」する方針でしたが、現行の健康保険証を２０２４

年秋に廃止し、マイナンバーカードに一体化させると表明しています。マイナンバーカードの取得

は、法律で任意とされています。国民皆保険のもとで、健康保険証をなくし、マイナンバーカードに

統合するのは事実上の強制につながってしまうと考えます。ちょうど昨日、報道で、企業や行政

機関からマイナンバー情報が紛失や漏えいしたとの報告が、２０１７年度から２０２１年度までの５

年間で少なくとも３万５千人にのぼることが個人情報保護委員会の年次報告からわかったというこ

とがニュースになっていました。個人情報保護委員会は毎年、行政機関や企業に対して紛失や

漏えいが１００人以上にのぼり、不特定多数に閲覧される恐れがあったりする場合、「重大事態」

として概要を公表しているそうです。 

質問 
答弁 

① 政府は 2023年 4月から「マイナンバーカード

の保険証利用等に係るシステム導入の義務

化」を、１2024年度中には「保険者による保険

証発行の選択制」を導入し、マイナ保険証に切

り替える誘導をおこない、２2024年度中には

「保険証の原則廃止」を目指している３が、この

計画に対する市の見解をうかがう。 

再）私は、市とは意見が違うが計画の中では、まず

保険証の原則廃止っていうのを２０２４年度に目指

すとしている。原則廃止ということは、任意を認める

変更にはならないと思うが、いかがか。 

それは認識がおかしいと思う。デジタルが進んでコス

トが削減されてより良い医療が進むという答弁があ

ったが、全国保険医団体連合会が調査結果を公

表していて、その中の約８割に当たる７８％の現役

の医師と歯科医師の方が医療機関が「導入の原則

義務化」に反対としている。その中には６５％が必要

性を感じていない、「マイナンバーカードの紛失・漏

えいが心配」「セキュリティー面の不安」とか、「設備

投資やランニングコスト上の不満」８５％にも上って

いるわけです。こういのを見ると、コストが削減すると

かより良い医療が進むとは私には考えられない。 

千葉県内の開業医や歯科医ら約 4千人で構成す

１マイナンバーカードを保険証としてお使いい

ただくことで、本人同意の上、初めての医療機関

でも特定検診情報や薬剤情報を医師や薬剤師と

共有でき、より良い医療が受けられる環境整備

が進むものととらえている。また、医療機関や保

険者の事務処理の効率化も期待されており、医

療保険にかかる事務処理コストの削減にもつな

がるものと認識しておりますが、国は、マイナン

バーカードは本人の意思により申請することで

交付されるものであり、この点について変更は

ないとしている。また、マイナンバーカードをお

持ちでなくても、これまでと変わりなく保険診

療を受けることができると示していることか

ら、市民の皆様に混乱を招かないよう、国には丁

寧な対応が求められるものととらえている。 

 

１（再）さっき答弁した通り。 
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る「県保険医協会」の調査では、システム導入に

200万円ほどかかる一方で、公的補助は 40数万

円にとどまり「負担が大きく、閉院を検討する医師・

歯科医もいる」ということが明らかになっている。こう

した実態を考えても、進めるべきではないと思う。政

府はデジタル田園都市国家構想基本方針の中で、

マイナンバーカードの交付率によって地方交付税の

交付を変えていくという検討も始めている。本来、地

方交付税はすべての自治体が一定の行政サービ

スを行う財源を保障するために国が自治体に代わ

って徴収し、人口や面積などに基づく算定と交付

で、財源の不均衡を調整するもの、なのにも関わら

ず、カードの普及率と絡めて交付税の算定に差をつ

けることは、地方交付税の本質とはかけ離れてい

る、やめるべきだと思う。 

② マイナンバーカードの取得は任意が原則です。

保険証のマイナンバーカードへの一本化はやめ

るべきであることを東村山市として国に意見を

伝えるべきではないか。市長の見解をうかがう。 

混乱のないように、ということであるが山口議員の話

でも、高齢者も認知症のかたも市内にはいる。暗証

番号を忘れたり、カード紛失することもあり混乱は避

けられない。東村山市としても反対を表明してほし

いと思う。 

 

 

部長が答えた通り、市としては混乱のないよう

に進めてほしいと考える。 

Ⅱ 学校給食の拡充と無償化の実現を 

① 物価高騰による給食への影響についてうか

がう。給食費納入の状況、食材を仕入れて

いる事業者、地場野菜の使用量、単価、献

立等を含め、小学校、中学校それぞれでど

のような影響があるかうかがう。 

 

再１）現場で工夫されていることがある、すごく大変

なんだろうということを私も想像する。１１月７日、

日本共産党として、東京都に学校給食費の無償化促進

を求める要請行動に参加してきました。その中では、

他市の事例にはなるが、栄養士の皆さんが物価高騰の

１直近の食材価格が高騰していることから

R4 年２号補正予算で学校給食物価高騰対応

補助金を予算化した。このことによって給食

費の納入状況、事業者、地場野菜の使用量、

献立等に影響はなく、小中学校とも従来と同

様栄養を確保した給食の提供ができている

ものと認識している。 

 

再１）日頃から食材の工夫というのは各学校

においてしている。今回１１％の高騰分の対

応をしているので、特段、そのような変更が
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影響でくだものを半分にしたとか、単価の安い食材に

切り替えたという努力をしているという報告があっ

た。当市でも同様の状況がもしかしたら起きているの

ではないかと思って質問した。そのあたりはいかが

か。 

 

補助してもらったのは良かったし大きいことだと思

っている。ただそれを、工夫まかせにしてしまうとい

うのは、もうちょっと＋アルファでできたらいいなと

思って質問した。 

みられているとは認識していない。 

②  台東区では、来年１月から当面の間保護者負

担をゼロにする、これは物価高騰の影響でという

ことです、青梅市では、コロナ臨時創生交付金

を使って２月・３月分の給食費を無償にしたとい

うことも報道されている。物価高騰への市の支

援を継続し、拡充をはかるべきと考えるが、今後

の給食費補助などの支援策について、市の考え

方と方向性をうかがう。 

再１）青梅市のように臨時創生交付金を使えば、国都

の動向を注視しなくても無償化できるんじゃないか、

無償化しなかったとしても補助ができる、支援ができ

るということもあるのではないかと思うが具体的な

検討はしないのか。 

 

今年 11 月に行われたしんぐるまざあずふぉーらむが

行ったアンケートがある。「ひとり親家庭の物価高に

よる影響調査」です。 

物価高のほうが新型コロナよりかけいへの影響が大

きいという回答は６０％。どんな影響が出ているか、

具体的にみると、主食のコメが買えないことがあった

人が５６％、靴や衣類品を買えないことがあった人８

１％にも上っている。この中の自由記述欄を見ると、 

「新しい単元を勉強するのに必要なコンパス、運動会

のための新しい靴が買えなかった」「小中高の教材費

や細々とした集金は負担になった」「せめて学校給食

費の無料や消費税減税をしてもらえたら助かる」とい

うような意見がありました。この中で、「今の政治や自

治体にはあまり期待できないのであきらめている」と

いう回答もあった。あきらめさせてしまうのはしのび

R4 年度は校給食物価高騰対応補助金におい

て、家計における家計における食材価格の急

激な高騰による負担軽減の観点から対応を

図っている。今後の給食費補助の支援策につ

いては、物価の状況や国都の財源の動向など

を注視していきたいと考えている。 

 

 

 

 

再１）まずは継続している物価高対応補助金

を継続していくことが４年度の状況。 
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ないと思っていて、ぜひ市のほうでも検討をお願いし

たい。 

③ 通告では、全国２３３（２０３に言い間違いあ

り）自治体としていましたが、（無償化はさらに

広がっています。）１２月３日のしんぶん赤旗

の報道では、２５６自治体で、学校給食の無

償化が始まっていることが紹介されていま

す。私は、すぐにでも学校給食の無償化に踏

み切るべきだと考えています。給食は、子ど

もの成長を支えるセーフティネットとしての役

割があり、重要と考えます。セーフティネットと

しての役割について、どのようにとらえている

のか市の見解をうかがう。 

市としてもセーフティネットという見解は、私と同じ

だと思う。そこで出てくるのが就学援助の話。そこ

で次をうかがう。 

 

学校教育におけるセーフティネットのひと

つとして就学援助があり、この制度の活用に

よって保護者負担を生じさせることなく児

童生徒は給食の喫食が可能となっている。そ

の中で成長段階における児童生徒に必要な

栄養バランスを整えた給食を提供している

ものと認識をしている。 

④ 小中学生がいる世帯数（A）と就学援助を利用

している世帯数（B）、就学援助を利用している

割合（B/A）をうかがう。  

 

 

再１）準要保護世帯では 9.8％という答弁だったが、文科省

資料では東村山市の就学援助率は１０％以上１５％未満、

これは要保護＋準要保護を含む数字となっているので、数

字に差異が出ているのかと思うが、要保護を含めると何％

か。 

４）R4年１１月のデータをもとに答弁。 

住民基本台帳上、就学年齢相当を含む子どもが

いる世帯は 8079世帯。 

準要保護世帯数は７８９世帯 

約９．８％。 

 

再１）要保護を含めると１０．８％となる。 

 

就学援助の受給資格認定限度額の算定倍率＝

1.4倍 

文科省資料では東村山市の就学援助率は１０％

以上１５％未満（要保護＋準要保護） 

 

⑤ 必要な世帯に就学援助が行き渡れば、給

食費の保護者負担は課題ではなくなるの

か。市の考え方をうかがう。 

 

再１）課題がない、という答弁だったが、先ほどの

しんぐるまざあずふぉーらむのアンケート結果を

紹介した通り、格差があって貧困が解消されな

いことが一番の問題だと私は考えている。家庭の

教育委員会としては、就学援助に行き渡るよ

う各広報、媒体、市報であったり HP、Twitter

で周知を図っているほか、れんらくアプリで

の周知も開始した。就学援助においては給食

費も支給となっていることから、その点にお

いての課題はないものととらえている。 

 

再１）経済的に困窮されているという話があ

った。就学援助はまさに経済的に困窮されて

いる方に対象としているものである。その方
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格差を子どものスティグマにしない政策というの

が必要ではないか。そのひとつが学校給食費の

無償化であり、学校教材費や、これまで質問して

きた部活にかかるお金の負担をなくすことじゃな

いかと思う。就学援助が行き渡らせるアプローチ

も大事だと思っている。でもそれだけでは十分と

は言えない。格差をなくすための双方向からのア

プローチが必要ではないかと思うが、それについ

ての見解を聞かせてほしい。 

私は問題が、行き渡ってないことよりも援助の不足

だという風に思う。先ほどのアンケートでは、事務職

の正職員の方が、「自分のところは課税世帯だと。

援助も受けられない。だけど子ども達に食べさせる

ために、学費などを払うために、自分は食事を減ら

している」と、こういう記述もあるということをぜひご認

識頂いて、就学援助だけでは足りないということを市

と認識を一致させていきたいと思っている。 

「給食の歴史」の本を書いた藤原辰史（たつし）先生

の文献でも、貧困が子どもたちの中で露わになるの

が「食」の場だと。 

例えばお弁当。どんなおかずが、どんなふうに盛

り付けられているかで、弁当に格差が生じる。我慢

をさせたくないとなれば、親はやっぱり頑張る。親が

身を削って成り立つという意味では、まさに給食は

命綱であり、その重要性がコロナでより明確になって

いると、こういうことを発言されている。給食は社会

福祉の観点が絶対に必要ではないかと思う。紹介し

たアンケートも目を通していただきたい。 

に情報が行き渡っていないのであれば、我々

としてはどうしたら情報が行き渡るかとい

うことを考えながら対応している。また、急

激な家計急変によって、生活困窮に陥った方

については個別にご相談を頂く中で対応し

ているところ。 

Ⅲ 自校方式の小学校給食は東村山市の財産 

小学校給食の調理室の現状と課題についてうかがう。 

① 小学校給食あり方検討会の目的は「機能

集約等を前提に学校給食の提供方法の

検討」とされている。学校給食における機

能とその集約とは何を指すのか。 

 

 

健康の保持増進、豊かな食育指導、適切な衛生管理やアレ

ルギー対応のもと、すべての児童に安全・安心で温かい給

食の提供を行うことととらえている。 

また、この機能を有することを前提にしつつ、当市の公共

施設の再生計画に基づく学校施設の再編の観点から給食

調理室の老朽化、維持管理コスト、運営コストへの対応の

視点からもソフト・ハード両面での将来的な機能集約化の
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再１）学校施設の再編という話があった。公共

施設の再生計画と、自校方式の調理室の改

修は両立しない、というのが市の考え方なの

か改めてうかがう 

現場の方が頑張ってシミュレーションしたり、

視察に行かれたりということは大事なことだと

考えている。時間もないので次にいきます。 

検討も合わせて行うことで、従来の手法にとらわれない多

角的な視点で、持続可能な小学校給食の提供方法を検討し

ていくもの。 

 

再１）今、小学校の在り方検討会で実施しているのは、学

校施設そのものの老朽化、特に給食室が老朽化している、

学校施設と一体の再生が可能である場合にはそこに合わ

せてということもあるが、そこに当てはまらない学校に喫

緊に対応しなければならないということで今回の在り方

検討会をしているところ。したがって、まずはその中で持

続可能な給食提供をどうしていくかということで、様々な

実証実験を行いながら、他市の事例も含めて現在のうちの

市でやっている自校方式とか他市で行っている親子方式

とかセンター方式ということも含めて我々の中で議論し

ている。当市の状況の中で実際に親子方式のシミュレーシ

ョンをしてみたりということもやっている。 

② 小学校給食あり方検討会の課題①では

「築５０年以上の給食室への対応について

喫緊に方向性を示していく必要がある」と

されている。その中にはガス管や水道管の

破損等のリスクも挙げられている。これほ

ど危険な状態であるならば、速やかに改

修または修繕をするべきと考える。改修・

修繕の今後の計画をうかがう。 

 

改修・修繕については毎年対応が急がれるものや突発的に

発生するものに関してその都度対応している状況。 

ガス管や水道管については不具合箇所の特定に既存の埋

設管の詳細な調査が必要となるなど、給食提供を含む、学

校活動に影響がない範囲で日程を確保することがむずか

しく、抜本的な対応が日々の修繕では困難になるものと想

定されている。合わせて今後の学校施設の建替えも含めた

公共施設の再生計画との整合性を図っていく必要がある

ことからも、本検討会においてスピード感をもって今後の

方向性を定めていく。 

 

 

③ 小学校給食あり方検討会の課題②では、

「給食室単体での建替え・改築・増築には

多くのコストと時間を要する」とされている。

コストと時間の試算をうかがう。 

 

再）私は、必ずあり方検討会は傍聴している。そ

の中で自校方式も排除せずに検討していくとい

うことが再三繰り返されているにも関わらず、

例えば今、老朽化が特に問題になっている小学

校が具体的に出ている中で、どうして自校方式

をやる時には、その学校単体だけでもこれだけ

給食室単体での増改築のコストについては規模や設置を

する設備により変動しますが、他の自治体の事例を参考に

すると数億円単位の費用が掛かるものと想定している。ま

た工事計画、設計、施工にかかる期間としてはおおむね３

年～４年程度かかるものと認識している。 

 

再１）これまでもあり方検討会の資料の中でも調理室の劣

化状況であったりとか、給食室の修繕にかかる経費につい

ても示しているところ。それぞれの調理方式についても説

明をしている。 

一方で、検討会の中で示しているが、当市の給食室単体で

の建て替えというのが、既存不適格ということで、当時は
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かかるんですよとか、そういう試算もないし、実

際にはこれがダメだったとか、具体的な資料も

ないし、資料が丁寧に作られている反面、どうし

ても自校方式はもう無理なんですと、そういう

結論に立って資料を作られているようにどうし

ても見えてしまう。数億円単位のお金がかかる

っていうのは当たり前のことで、それをかけて

も子どもの給食室を残すべきだと思う。自校方

式の給食を残すための議論はいつ行われるの

か。 

そういう議論も必要だと思う、これだけ給食室

が老朽化していて何とかしなきゃいけないとい

う問題があって、仮に建て替えるってなった時

にその間どうするっていう話は絶対出てくるの

で、そういう意味では、こういうことが全然だめ

だとかいうつもりはない。今、既存不適格という

話が出たので次の質問、 

建築基準法上適合していたけれどもその後法改正があっ

て、現状の法に適合していないという学校が多数ある。そ

うなったときに、もし仮に給食室を建て替えをするという

ことになると、学校全体より校舎の方へ影響も出てくる。

そうすると結局学校の建替えということになってしまう。

そうしたことから、現実的に今の学校施設の既存不適格の

状況を抱える当市の状況では、なかなか自校方式での対応

というのは難しい部分はあるということを委員の皆さん

にも説明しながら、当然数年単位でかかるということもあ

るので、当然給食室が使えなくなってしまうことも危惧し

ているので、そうなった場合にどうやったら対応ができる

かということで、例えば親子方式であったりとか、外部調

理方式ということも方法論としてはあるので、そうしたこ

とも代替え案として議論いただいている。 

④ 給食室の建替えや改築・増築における法

適合への準拠について課題がある、という

認識が示されている。既存不適格の解消

との関連では、どのような課題があるか。 

→9月一般質問で「自校方式の給食は維持し

ないのが市の考え方なのかと質問したとこ

ろ、『自校方式を維持しないという考え方を

示したものではない』という答弁。 

『給食室の単体での建て替えということにな

ると、法令とか基準の適合がむずかしいとい

う部分もあるということはあるし、公共施設の

再生計画との整合も含めて全体を通して考

えていく必要があると、その中の選択肢とし

て他市でも実施しているセンター方式とか親

子方式あるいはデリバリー方式等も含めてい

ろんな選択肢を、自校方式を含めて、そうい

う中で議論してもらうということで対応してい

る』ことも確認している。 

小学校給食調理室においては、建設当時と現在で建築にお

ける法整備も変わってきていることから増改築を行う際

には原則的には現行の法令に適合していく必要がある。ま

た、給食室単体で工事をする場合においても建築基準法上

同じ敷地内の校舎全体にも現行法令に適合させる工事が

必要となると認識している。そのため、現行法令に適合し

ていない部分については、校舎全体に及ぶ詳細な調査が必

要となり、多くの時間とコストを要することが大きな課題

となっていると認識している。 

⑤ 調理室の老朽化の課題を解消しつつ、自

校方式の給食を存続させるためには、改

築・増築以外にどのような方法があるか。 

持続可能な学校給食の提供方法として現状の自校方式で

ある給食調理室を増築・改築する以外の方法で存続させて

いくとなると、現在当市の給食調理室で対応しているよう
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再１）調布市では、調理室改修を１年～２年

に 1校ずつ、順番に進めて老朽化対策をして

いることが示されている。国交省にも聞いた

ら、改修の場合、既存不適格の解消について

は求められない。という答弁、ということも聞い

ている。例えば東村山の給食室の外枠を壊さ

ないで、中を、調布のやつ写真を見たら、中を

全部くりぬいてというかがらんどうにして作りな

おすということもしている。それでも、既存不適

格の解消という面でも、整合性が保たれてい

るということも聞いた。確かに、部長がいうよう

に課題は大きいんだと思う、大変だと思う、で

もやっぱり給食の意義を考えると、東村山の

小学校には全校に給食室があるんだっていう

ことは、どうしても未来につないでほしいと、そう

思っている。なので、この改修の場合には、ど

ういうことがあるのかぜひ調査を一緒にしてい

ただきたい。 

にハード面では修繕による〇的な老朽化対応、ソフト面で

は日々の業務のなかでの工夫により対応していくことが

考えられる。自校方式の給食を維持していく上では、増築・

改築という選択肢も検討は必要と考えますが、現実的にコ

ストや時間の側面を考慮すると自校方式以外の調理方法

も視野にいれ、多角的に検討を進めていくことが肝要では

ないかと認識している。 

 

 

⑥  センター方式、親子方式について近隣

自治体へのアンケートを実施している。ア

ンケート結果を踏まえ、センター方式、親

子方式の給食と当市の自校方式には、ど

のような違いがあるのか。特に、その違い

の中で、アレルギー対応と食育について、

それぞれの違いをうかがう。 

→アレルギー対応を細かくできるのは自校

方式。認めるか。 

再１）市が作成した給食提供の特徴の一覧表

があるが、この中の自校方式のアレルギー対

応には「臨機応変な対応が可能である」と書

かれている。市は自校方式は丁寧に対応でき

るという認識なのか。 

これまでの文献とかで、提供方式で給食の内

容が異なるというのは社会一般で認められる

ことだと思います。 

当市のアレルギー対応については H30 年 4 月に改訂した

食物アレルギー対応指針に基づいて、各学校で児童個別に

対応している。具体的には必ず保護者と学校側で面談を行

い、児童の安全を最優先としたうえで、各学校に設置して

いるアレルギー対応委員会において検討し、除去食や弁当

持参などの対応を個別に決定している。また、食育につい

ても R2 年４月に改訂した食育推進プランに基づき栄養指

導や食育授業を行い、食事のマナーや配膳などの習得、献

立表による食材の産地や栄養についての指導を行ってい

る。なお、自校方式以外の自治体におけるアレルギー対応

については、外部調理方式であるセンター方式ではアレル

ギー専用調理室を設置したうえで除去食や代替え食対応

を行っている自治体もあるが、一方で詳細な献立表を保護

者に配布し、保護者の判断で弁当対応として頂いている自

治体もある。また、親子方式では当市の自校方式と同様の

流れで除去食や弁当対応を行っている自治体が多いと認

識している。いずれについても、保護者との面談を必ず実

施しており、児童の安全確保を最優先とし、児童の実情に

あった対応を行っている。食育の視点については親子方式

における親校や外部調理場となる給食センターに栄養教

諭や栄養士を配置しているケースが多く、巡回による食育
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指導や実際の調理の様子を児童生徒に動画視聴していた

だくなどの、様々な食育指導を行っているものと聞いてい

る。また学級担任と栄養職員とのチームティーチングによ

る授業や養護教諭と連携し、協力して指導を行うことで事

後の健康に配慮した食事生活を営めるよう指導を行って

いる。 

再１）第２回の検討会資料で示しているがレベル１から４

までのアレルギー対応があり、当市はレベル３までという

ことで除去食対応までを対応している。これについては他

の自治体にも対応しているが必ずしも自校方式でしかでき

ないととらえているものではない。 

再１）第２回の検討会資料で示しているがレベル１から４

までのアレルギー対応があり、当市はれべる３までとして

いる。これについては他の自治体にも対応しているが必ず

しも自校方式でしかできないととらえているものではな

い。 

⑦ 校給食温度調査の目的として「検討会で

の活発で的確な協議検討を進めるため、

配送を伴う給食調理提供方式を当市で

実施した場合において、配送を含めた学

校給食の温度変化を検証すること」とされ

ている。学校給食において「温かさ、温度」

を重要であるという立場に立っているかど

うか、認識をうかがう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回小学校給食あり方検討会において説明した食

缶配送による温度調査を行った経緯としては、当市

は全１５校自校方式を採用しており、給食の配送を

行った場合の温度変化についてデータを保有してい

なかったことから親子方式及び外部調理場方式を想

定した距離感での温度変化、および調理から児童の

喫食までを想定したタイムスケジュールでの温度変

化について検証しておくことは多角的な議論を進め

るうえで必要と判断し、実施をしたところである。

結果としては保温に優れた配送食缶を用いることに

より、親子方式、外部調理方式、外部調理場方式い

ずれにおいても喫食想定時には、当市で通常提供さ

れている給食の温度と同程度、またはそれ以上の温

度を保てたことが確認できた。こうした実証実験に

より得られたエビデンスは本検討会にて掲げている

「未来ある子ども達への持続可能な小学校給食のた

めに、温かくおいしい給食提供」という重要なテー

マと合致することからも、本検討会及び教育委員会

としても厚労省の大量調理しかつ衛生管理マニュア

ルで定められた提供温度の中で、これまでと変わら

ず温かく適温にて学校給食を提供することが重要な

ことだと位置づけていることを認識してもらえると
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再１）今の答弁を総括すると、学校給食にお

ける温度温かさは重要という認識ですよね。 

 

再２）じゃあ温かいということは重要なんですよ

ね、給食においては。 

→市内小学校で調理をしている N さんの言葉

を紹介。 

毎日子供たちに、温かい給食を提供して喜ん

だ顔などや感想をいただくのがとても嬉しい。

手作りでしか味わうことができない味があるし、

冷凍なら家でも味わうことができるから学校だ

けでも手作りのあたたかさをずっと続けて欲し

いと思います。 

中学のことに触れていて、給食は配送上冷却

しての提供で、作るものは同じだとしても、冷た

いだけでおいしくないと言われてて、一つ一つ

箱に詰め手間を掛けて作ってるのに、作って

る側からすると悲しいことですよね。私は作る

側として、不味いといわれるのが一番悲しい

と。 

どういう方式にするか、最後は市が決めること

です。こういう言葉を聞いているからこそ自校

方式の小学校給食を継続してほしいし、中学

校でも温かい給食を実現したいと思う。 

ありがたい。 

再１）検討会で掲げている重要な４つテーマを掲げて

いる。 

再２）４つ申し上げた中に温かくおいしい学校給食提

供ということも含まれているので、我々としても重要

なテーマととらえている。 
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【主な修繕内容として市が挙げているもの】 

配膳者タイヤ交換、回転が間バーナー清掃、回転釜蓋取換、給食室ボイラー修繕、消毒保管庫扉修繕、食

器洗浄機内部ローラー/ボタン修理 

【主な備品購入内容】ガス回転釜、食器消毒保管庫、ガス立体炊飯器、食器洗浄機、冷蔵庫 

当市の修繕費および備品等の 5 か年経費 

2017 30,504 

2018 28,302 

2019 37,115 

2020 34,675 

2021 22,980  

※老朽化を課題と認識しているのに予算が少なすぎないか。 

7200 人で割り返すと一番多い 2019 年でも 5150 円、2021 年では 3200 円程度にしかならない。 

R3 年度の当市の普通交付税に算定に用いられる基準財政需要額として答弁すると、小学校が約４

２３５万円、中学校が約２１０２万円算入 

R4 shiryou1.pdf (city.chofu.tokyo.jp) 

調布市国領小学校 ３７１人在籍  

給食室改修工事 96，470，000 円（9600 万円） 

給食室改修に伴う電気設備工事 37，335，100 円（3700 万円） 

給食室改修に伴う 機械設備工事 136，400，000 円（1 億 3600 万

円） 

R3 15.pdf (city.chofu.tokyo.jp) 

柏野小学校 

給食室改修工事 給食室改修工事 148，665，000 円（１億 4800 万

円） 

給食室 改修に伴う電気設備工事 給食室改修に伴う電気設備工事 

36，731，200 円（3600 万円） 

給食室 改修に伴う機械設備工事 給食室改修に伴う機械設備工事 

130，790，000 円（1 億 3000 万円） 

 

R1 shiryou2.pdf (city.chofu.tokyo.jp) 

調布市立緑ヶ丘小学校(391 人) 

給食室改修工事給食室改修工事 101，090，000 円（1 億 109 万円） 

給食室改修に伴う電気設備工事 27，698，000 円（2700 万円） 

給食室改修に伴う 機械設備工事 99，220，000 円（9900 万円） 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1665734204636/files/shiryou1.pdf
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1635404941795/files/15.pdf
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1572224014290/files/shiryou2.pdf
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